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二木島湾の入口にそそり立つ柱状節理の大絶壁、熊野灘の押し
寄せる荒波、
ここは神武天皇上陸の地と伝えられています。
また、
ここはハイキングコースとしても最適。楯ヶ崎園地に遊歩道
が整備されており、遊歩道入り口の国道311号から楯ヶ崎までは片
道40分の道のりです。
よりダイナミックな景色を楽しみたい人のために、観光遊覧船も
あります。

広報キャラクター
「測っ虎」
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土地家屋調査士倫理綱領
１．使

命

不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応える。

２．公

正

品位を保持し、公正な立場で
誠実に業務を行う。

３．研

鑚

専門分野の知識と技術の向上を図る。
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ごあいさつ

g r e e t i n g
格取得を目指す方への相談も合わせて行ってはどうかと
の意見も発信しております。
以前，伊賀上野出身の俳聖松尾芭蕉翁の『不易流行』
と言う概念を書きました。土地家屋調査士制度に照らし
合わせて考えると，『不易』とは土地家屋調査士制度の
目的である「土地家屋調査士の制度を定め，その業務の
適正を図ることにより，不動産の表示に関する登記手続
きの円滑な実施に資し，もって不動産に係る国民の権利
の明確化に寄与することを目的とする。」これは制度制

三重県土地家屋調査士会

神戸

照男

会長

定以来の不変の志であり，そして『流行』とは「筆界特
定制度の創設・筆界特定手続及び民間型紛争解決手続に
関する代理業務の創設」など将来を見据え時代のニーズ

会員の皆様には，平素から本会の会務運営に対し，格

に応えた手法を駆使して，不変の目的である「不動産に

別のご協力を賜り深く感謝致しますとともに厚く御礼を

係る国民の権利の明確化に寄与すること」に近づくため

申し上げます。

の行動であると考えていると書きまして。そしてさらに

平成28年度定時総会には，多くの会員の皆様のご参加

『流行』に法務局との連携や隣接士業との連携について

をいただき貴重なご意見を賜りながら，上程致しました

も付け加え，明るい未来を目指して行きたいと考えてい

議案のすべてをご承認いただき誠に有難う御座いました。

ます。

いただきましたご意見ご要望につきましては，今後の会

ご存じのとおり中部ブロック連絡協議会では，東海工

務運営に十分役立て行きたいと思いますのでどうか宜し

業専門学校金山校と資格受験の専門校である東京法経学

くお願い致します。

院と提携協定を結び，土地家屋調査士未来プロジェクト

さて，今年は筆界特定制度が創設されて10年を迎えた

を強力に進めています。

ことから，本会と津地方法務局との共同開催と言うかた

先日，東海工業専門学校金山校を見学させていただき

ちで，７月24日に「登記行政と地籍調査シンポジウム」

ました。教室には最新の測量機器が備わり高い技術を学

を開催致しました。このシンポジウムは「新しい地図を

生が学んでいることを目の当たりにし，私自身もう一度

作る！地震津波対策，災害復興，まちづくり」をサブテ

測量技術を学びたいと思った次第です。補助者の方や親

ーマとして，地籍調査の普及・促進を図り，地図の重要

戚お知り合いに，土地家屋調査士を目指す方が見えまし

性についての啓発を行うことを目的としており我々土地

たら，優しくそっと肩を押していただけないでしょうか。

家屋調査士は，地図作成に欠かせない存在であることを

是非，土地家屋調査士の素晴らしさを知っていただくた

アピールする絶好の機会ととらえ開催致しました。これ

めにもお願い致します。

は，平成28年度事業計画の重点課題である，津地方法務

結びになりますが，若くして亡くなられた福井会の戸

局との連携を実践するものです。また，三重県司法書士

田会長のご子息を，６月から私の事務所でお預かりして

会と，はじめての研修会を共同開催で実施致しました。

います。どこまで土地家屋調査士として一人前に育てら

クレーマー対策や研修内容に隣接士業である我々も知っ

れるか，私も自信ありません。しかし彼のように不運に

て於かなければいけない民法改正についての内容である

めげず若くして土地家屋調査士を目指し，見事に土地家

からでした。さらに，三重弁護士会が発起人として進め

屋調査士試験に合格したその情熱には，とても共感して

ている隣接士業合同相談会の開催や隣接士業が連携して

います。これから未来へ向けて応援して行きたいと思っ

行う災害対策連絡協議会の設立など，他の士業との連

ていますし，この機会に，あらためて初心を思い出し私

携・協調に取組んでおります。

自信も，勉強させていただけることに感謝し不思議な巡

隣接士業の懇談会では，土地家屋調査士会が考える将

り合わせを感じて日々の業務に当たっています。

来への不安や心配について同じように隣接士業の方々も

私たちは，高度な専門職業家であることに誇りを持ち，

いだいていることでした。それは，資格試験受験者の減

不動産に関する国民の権利と安心安全を守り，愛され続

少や資格者の減少と高齢化でした。そうしたことから，

ける土地家屋調査士であることと会員の自覚のもとに，

土地家屋調査士会からは，隣接士業合同相談会では，資

豊かな土地家屋調査士をみんなで目指しましょう。
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ごあいさつ

g r e e t i n g
事件の増加が見込まれますが，この制度を適正かつ
円滑に運営していくためには，専門的知見をお持ち
の会員の皆様と法務局の担当者との連携・協力関係
が不可欠であります。
会員の皆様には，筆界調査委員，あるいは，筆界
特定手続の代理人として，引き続き，御支援，御協
力を賜りますよう，お願い申し上げます。
表示登記における諸施策を円滑・着実に進めてい
くためには，皆様のお力添えが必要不可欠であると

津地方法務局

加藤

局長

考えております。今後とも御協力のほどよろしくお

武志

願い申し上げます。
終わりに，貴会の一層の充実・発展と併せて会員

会員の皆様には，日頃から不動産の表示に関する

の皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げ

登記制度の中心的な担い手として御活躍されておら

まして，御挨拶とさせていただきます。

れることに対し，深く敬意を表しますとともに，平
素から法務行政の円滑な運営に格別の御理解と御協
力を賜っておりますことに厚く御礼申し上げます。
昨年10月に実施した「全国一斉！法務局休日相談
所」の開設に当たっては，多数の会員の皆様に御参
加いただき，多くの県民の方の御相談にお応えする
ことができました。改めて厚く御礼申し上げます。
また，６月29日に行いました当局の職員に対する
研修会の際には，講師を派遣いただき感謝申し上げ
ます。土地家屋調査士の生の声を聴くことができる
貴重な研修会となりました。
さらに，７月24日に貴会と共催で実施しました
「登記行政と地籍調査のシンポジウム」につきまし
ても，貴会の御協力により，無事開催することがで
きました。改めて御礼申し上げます。
さて，現在，当局においては，多様化する国民の
要望に応えるために各種施策に積極的に取り組んで
おります。
本年度，当局では，相続登記を促進するため，
「未来につなぐ相続登記」として相続登記の必要性
や重要性を広く国民に広報する取組に加え，相続登
記の促進とも関連する空家対策についても取組を行
っており，これらにつきましても，貴会の御協力を
よろしくお願いいたします。
次に，当局では，平成18年１月の筆界特定制度発
足後，本年４月１日まで，117申請，247手続の筆界
特定事件が申請されており，現在，30名の会員の皆
様に筆界調査委員として御活躍いただいております。
これまでの筆界特定申請事件数から見ましても，
筆界特定制度に対する国民の期待は高く，今後も，
3
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津地方法務局首席登記官（不動産登記担当）

林

境界問題相談センターみえ センター長 三重弁護士会

康雄

渡邉

津地方法務局首席登記官（不動産登記担当）の林でござ

功

日頃は地味なイメージのある三重県ですが、今

います。どうぞよろしくお願いします。

年は伊勢志摩サミットで大いに話題になりました。

貴会及び会員の皆様には，表示登記制度の充実・発展の

始まるまでは、開催地の伊勢志摩はともかく、北

ため，御尽力いただいていることに敬意を表しますととも

勢や中勢にはそんなに影響がないだろうと思って

に，日頃より，円滑な登記業務運営に御理解と御協力をい

いたら、色んなところから警察官がやってきて主

ただき，厚く御礼申し上げます。

要な駅の改札に立つわ、駅のごみ箱が撤去される

ところで，私は今年で津局２年目になりますが，津局で

わ、コインロッカーが使えなくなるわ、高速道路

は，日頃の登記事務処理以外にも地籍調査の促進，相続登

のインターチェンジ付近にはパトカーが常駐して

記の促進及び市町村の空家対策に対する支援等，様々な課

いるわ、高速道路が車線規制されるわと北勢でも

題に取り組んでいるところです。三重県は，地籍調査の進

十分に影響がでました。なにはともあれ、無事に

捗率９％，全国ワースト２位ということもありまして，

終わってくれて一安心です。

「地籍調査の重要性について啓発する」ということを目的

さて、境界問題相談センターみえが開設されて、

として７月24日（日）に貴会と共催により「登記行政と地

３年が経ちました。三重は全国でもかなり遅く設

籍調査シンポジウム」を実施したのは記憶に新しいところ

立されております。他の県の状況は、必ずしも順

です。シンポジウムでは，地籍調査が実施される周辺地域

調なところばかりではないということも聞き及ん

の多くの皆様に参加していただき，地図の重要性について

でおり、設立当初は、本当に事件の申立があるの

理解していただくことができたものと考えます。相続登記

か、うまく解決できるのかなど、不安に思うこと

の促進については，会員の皆様も境界確認で関係者の立会

もありました。設立総会のころは「１件も申立が

いを求めるに当たって，所有者の所在の把握が難しい土地

なかったらどうしよう」などと悩んでいたもので

として御苦労をされていることと思いますが，市町の窓口

す。

に相続登記を促すチラシの備付けを依頼したり，相続登記

しかし、設立初年度から申立があり、昨年には

に特化した相談会を実施するなどして，相続登記の必要性

成立する案件も出ました。成立までするケースは

について周知しているところです。空家対策に関する支援

全国でもなかなかないことです。これはまさに三

では，登記情報の提供，相談窓口の設置，協議会の構成員

重が誇るべきものです。今後、他の県で成立する

にとなること等で支援しております。いずれの課題につき

ようなことがある場合には、三重の書式がモデル

ましても，貴会と情報を共有し，協力関係を維持しながら

になるかもしれないと思うと、胸の高まりがおさ

取り組んでいきたいと考えております。オンラインによる

まりません。

登記申請については，会員の皆様の御協力をいただいてい

今後も三重が全国の先駆けとなれるような活躍

るところですが，今後とも，オンライン申請の利用促進に

ができれば、こんなうれしいことはありません。

特段の御支援と御協力をお願いします。

是非とも、境界問題相談センターみえが発展して

終わりに，貴会並びに会員の皆様の益々の御活躍を祈念

いけるよう皆さまのお力をお貸しください。

申し上げ，挨拶とさせていただきます。
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ていきません。広報部では『連合会会報』を毎月
15日に発刊し、連合会と単位会、連合会と会員と
の定期的な情報交換・伝達手段、併せて対外的に
制度・業務の発展・啓発・普及を図ることを目的
として編集に努めています。また、『Eメールマ
ンスリー』は連合会の動きをリアルタイムに会員
に伝達するマンスリーニュースで、毎月20日頃
『連合会Webサイト』会員のページに掲載してお
ります。

日本土地家屋調査士会連合会理事

上杉

和子

広報部次長

これら会報、Ｅメールマンスリーは『連合会
Webサイト』でバックナンバーもご覧いただけま
す。組織の一員として組織を知るために、是非、

平成28年６月21日、22日の両日、東京ドームホ

定期的にご一読ください。
27年度、１歩１歩着実に歩いてまいりました。

テルにおいて日本土地家屋調査士会連合会の第73
回定時総会が、総会構成員180名（連合会役員33名、

28年度も会務に誠心誠意取組み、責任を果たして

会長50名、代議員97名）と、ご来賓並びに多くの

いく覚悟です。三重会の皆様からのより一層の叱

オブザーバーの出席を得て開催されました。27年

咤激励をお願いいたします。

度会務経過、事業経過報告がなされ、議案につい
てはすべて原案通り承認されました。
28年度事業方針大綱は、『日本経済の情勢も次
世代の成長戦略に向けて期待が寄せられていると
ころであるが、将来的に解決しなければならない
社会的問題が浮き彫りとなり、各種改革が進めら
れようとしている。その諸問題解決のための一翼
を担うための制度として土地家屋調査士制度が位
置付けられているものと第一義に考える。』とし、
昨年度進めてきた事業を継続しつつ、更に専門職
能を発揮できる環境を整備・拡充するため、
①土地家屋調査士の「調査権限の強化」と「業務
処理環境の改善」
②「境界紛争ゼロ宣言‼」の継続的発信
③表示登記制度への継続的な提言と運用
④地図づくりへの貢献
⑤公共・公益的な視点からの社会貢献
を策定しています。
私は広報部において、制度広報・社会広報活動
に携わっておりますが、常々思うことは、会員一
人一人の思いと力を一つにして組織力を強化し、
土地家屋調査士会との連携と協力をもって活動を
していくことができなければ、土地家屋調査士制
度の社会的認知の向上には、なかなか繋がってい
かないということです。会員の皆様からの情報提
供と皆様への情報発信、まずは情報を共有するこ
とをお互いが心がけなければ、物事はうまく動い
5
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部会だより
sectional meeting

時間半であること、本会への往復に約２時間を要する
ことから最低限の支給にはなっているのではないかと
思います。
役員報酬は、現行では年額で、会長20万円（１期２
年に対し退職慰労金５万円支給有り）、副会長10万円、
常任理事８万円、理事４万円、監事２万円が支給され

総務財務部

部

長

山下

ます。

淳

役員報酬は、役職に伴う責任や能力に対する対価で

任期最終年となりました。

あり、また、会議以外での内業等への弁償の意味もあ

一年間を振り返って、早いものだとは感じません。

ると理解しています。

私なりに職務を全うすべく注力して参りましたが、

私は、昨年５月23日の定時総会で役員となってから

それでも時間が足りないと感じます。

本年５月21日定時総会までに、内業を177時間（役員

特に任期一年目は、職印台紙制度・旅費規程・事務

報酬考察のため、内業時間を記録した。）行っていま

局関係規程・特定個人番号管理規程・文書管理規程他、

す。

多くの事業を同時に推進したため、優先していたつも

当会の常任理事は、役員報酬として年間８万円支給

りが準備で終わってしまったものが出て参りました。

されるので、当職の内業を年間150時間（総務財務部

先の定時総会で今年度の事業計画をご説明させてい

及び常任理事初年度であり、２年目は効率的な業務遂

ただきましたが、前年度の反省を生かして、優先順位

行による内業時間減少を希望的に見込み、２年平均時

を付けて取り組んで参ります。

間として推定した時間）として、その時給を計算する

まずは、事務局関係規程を全面改正します。労働関

と、１時間当たり約533円となります。

連法令に適合した規程への改正は特に重要度が高いた

厚生労働省が発表する三重県の平成27年度地域別最

め、最優先で取り組んで参ります。

低賃金額は時給771円であるため、役員報酬が内業へ

マイナンバー制度に対応するため、特定個人番号管

の弁償すら満たしていないという結果になります。

理規程の制定に向けて検討することも優先度が高いも

これらのことから役員報酬は増額することが必然で

のであります。ただし、この規程は、法改正への対応

あり、早期値上げに向けて検討すべきではないかと考

に鑑み、中部ブロックで足並みを揃え規程制定後の情

えるわけです。

報収集を幅広くすることを可能とし、もって規程管理

一方で役員報酬の増額は、三重会の支出増額になる

を迅速にかつ容易にしておくことが必要であると考え

わけですから、財務状況の精査が必須となります。

ています。

当会の平成27年度の繰越金を除く収入は4,700万円で

また、任期中に、役員報酬を増額するための役員諸

あり、支出は4,400万円です。支出には財政調整積立金

手当支給規程の改正を行いたいと考えています。

400万円が含まれますので実質700万円の黒字会計とな

今回は、役員諸手当支給規程改正について紙面を使

ります。

わせていただきます。

平成28年度予算案では繰越金を除く収支差が－300

定時総会でも申し上げましたが、本規程は会則66条

万円でありますが、例年500万円程度剰余することと、

により、理事会が改廃機関となっています。したがい

財政調整積立金200万円を考慮し、更に旅費規程改正

まして、会員の皆様へは機会を見て情報提供をしてい

による弁償費増加分を勘案し、300万円程度の黒字会

きたいと思います。

計になると予想しています。

現在役員に対して支給されるのは、旅費規程による

このように、平成22年に会費の値上げを行ってから

弁償費と、役員諸手当支給規程による役員報酬です。

は、極めて健全な黒字会計であるという実績がありま

弁償費は昨年度に改正をして原則１会議当たり5,000

す。

円が支給されます。私の場合、１会議平均時間が約３
B ORDER

その一方で、残念ながら会員数は減少傾向にありま
6

をいただいています。

す。例えば年間３名の会員減で486,000円、５名で81万
円の会費収入減となり、収入は減少傾向にあります。

役員報酬が具体的にどれだけ増額になるか、或は据

また、三重会は、特別会計で職印台紙売り上げによ

え置きになるかは今後の協議次第ではありますが、検
討に検討を重ねて慎重に審議を諮って参ります。

る収入があります。この売り上げは、平成11年度が

本会運営は役員にかかっていることであり、継続

725万円、平成18年度が610万円、平成27年度が400万

的・安定的に本会事業を推進するためには、その役員

円と、事件数減少に伴い減少傾向にあります。

に最低限の支給をし、もって少なからず安心感を与え、

会員数減少もそうですが、業務需要がある限り、職
印台紙売り上げがゼロになることはあり得ず、少なく

かつ、責任感を更に高めることが重要であると思いま

とも300万円までには歯止めがかかるのではと思いま

す。
最後に、次号のボーダーで改正の内容や説明を寄稿

す。

できることを願いつつ部会報告とさせていただきます。

その他に、三重会は財政調整積立金及び会館積立金
で3,000万円の金融資産を保有しています。
三重会の支出状況は、会費値上げがなされる前年平
成21年度までは、概ね事業支出が4,000万円に収まって

企画社会事業部

いました。平成22年度からは、事業支出が増加傾向に

伊藤

あり、現在は4,500万円程度必要であります。

巧

事業支出の増加は、端的に事業の増加によるもので

昨年、企画社会事業部に配属されました桑員支部の

あり、事業拡大には限界があるため、今以上の事業増

伊藤巧です。早や１年が経過しましたが、企画社会事

加に伴う事業支出の増加は可能性が低いのではないか

業部の事業は多方面にあり、わからないことばかりで

と思います。

すが、部員の皆さんにご迷惑をかけないよう努めさせ
ていただきます。

これらの財務状況から、中期的に役員報酬の増額に

企画社会事業部の事業進捗について、少しご報告さ

おける財源確保や三重会の財務状況に問題はないもの

せていただきます。

と思われます。
最悪のケースで会員減少傾向が今後も継続すると仮

93条調査報告書改定への対応ですが、２月27日に伝

定すれば、数年後から10年後までに三重会の収支が均

達説明会を実施するにあたり、津地方法務局と協議を

衡すると考えられます。

重ね管内記載例を作成し、会員の皆様に配布し説明さ
せていただきました。併用期間は９月14日までとなっ

先の総会で、三重会組織のあり方について研究を行

ておりますので、ご対応をよろしくお願いします。

う旨ご説明を申し上げました。また、特別会計の一般

次に、各種資料の情報収集及び活用についてですが、

会計への移行についてご質問を受けましたが、既に総
務財務部では将来的な会計一本化について議論を行っ

各支部から情報提供していただきました土地区画整理

ています。

事業の一覧表を取りまとめ、整理でき次第ホームペー

これらは財務責任者として、役員報酬増額に関係な

ジで公開する予定です。公開後、新しい情報などあれ

く長期的視点から、いずれ会費値上げを回避するため

ば追加できるようにいたしますので、引き続き情報提

に会計一本化を行ったり、事業遂行のために特別委員

供をよろしくお願いいたします。

会を設置することで役員人数を調節したり、部割りを

毎月２回の無料登記相談会につきましては、本年７

変更したりと相当時間を要する研究を行っていく必要

月以降前回までの津支部に加え鈴鹿、松阪の各支部よ

があると思うからであります。

り相談員の派遣協力をしていただくことになりました。
協力してくださる皆様は、お忙しいとは存じますが、

あらゆる角度で財務状況を考察しつつ、役員報酬の

どうぞよろしくお願いいたします。

検討を行いたいと思います。
なお、６月15日の理事会で、役員諸手当支給規程改

その他、津地方法務局との連携事業、空家問題への

正理由を上程し、満場一致で検討すべきである旨承認

対応、14条地図作成（地籍調査等）に関する啓発、各
7

B ORDER

支部・公嘱協会との連携、中部ブロック協議会での課

広報厚生部

題研究・意見交換など、多くの事業を行っていくこと

境

としておりますが、企画社会事業部員の皆さんと協力
し、しっかり実施させていただきたいと思います。ご

幸一

広報厚生部新体制になり早２年目です。申し遅

理解とご協力をよろしくお願いいたします。

れました伊勢支部の境です。
２年目ですのでもはや新体制とはいえないので
しょうが、１年一通りのことをこなし、やっと
広報厚生部の活動が分かってきたところです。

研修部

水谷

ということで、２年目は余裕を持って活動でき

潤一郎

るかと言いますとそんなに奥は浅くない気がし

昨年度より理事に選任され、研修部に配属されま

ています。

した鈴鹿支部の水谷です。				

新年度の広報部の活動としましては例年通り

初めての理事・研修部のため不慣れで他の部員の

ではありますが、ホームページの充実，ボーダ

皆様にご迷惑をお掛けしております。			

ーの年２回発行，出前授業，土地家屋調査士の

研修部は、川井一浩副会長の監督のもと、前田寛

日イベント等々を予定しています。出前授業に

治部長、鈴木康之副部長、福田幸之助部員、五百野

関しましては例年の伊勢工業高校，相可高校

正樹部員、私の ５名で構成され、本会主催の定例研

（昨年休みましたが），昨年初でかなり盛況で

修会・新人研修会の企画準備、また連合会主催の研

した津工業高校に加え、新たに四日市中央工業

修の協力支援等行っております。			

高校も行う予定です。広報部員だけでこなして

特に部会では、定例研修会のテーマ、講師の検

いくのは厳しい状態です、公嘱協会・各支部の

討・交渉、部員の役割確認、会場の予約等多岐にわ

皆様に協力をお願いし、共に広報活動していけ

たる打ち合わせ、また多くの会員の方に足を運んで

たらと考えております。またこのボーダーが発

頂く工夫など協議しています。				

行されている頃には終わっていますが、執筆中

今まで私は、研修に参加する側でしたが、開催・

の現在は「土地家屋調査士の日」イベントの準

準備する側となり、立場・役割が変われば研修会に

備の真っ最中です。今回初の試みのため、どの

ついて見える景色が大きく変わります。正直、ただ

ように広報につなげるのが良いのか日夜考え、

参加し、自分の興味がある項目だけを熱心に受講し

思案しているところです。成功裏に終わってい

ていました。しかし自分の知りたい研修内容以外で

ればまた来年も進化させて行っていくと思いま

も研修部に属し、研修内容の協議に加わることで参

す。

加していた私が想定しているよりも様々なケースを

厚生活動としましては、恒例の会長杯ゴルフ

協議し、研修内容を選定していたことに気付きまし

大会を企画しております。ひとりでも多くの方

た。

の参加をお待ちしております。

また、これまでの研修部の皆様の努力・苦労が感

また長い１年が始まりました、広報厚生部員の

じられ知識を深める機会を頂いていたことに今更な

少人数だけではどうしても活動その他がこぢん

がら感謝しております。とはいえ、現在は、開催す

まりしてしまいます。そうならないためにも、

る側。気付いたり、感謝ばかりしていられません。

各支部の支部長をはじめとする会員皆様のご支

制度やアプローチが大きく変わり続ける中、変化を

援，ご協力が必要不可欠です。土地家屋調査士

会員の皆様に研修会を通じ、周知して頂くのも研修

の認知度アップのために、試行錯誤しながらで

部の務め。時流にのった研修会を企画し、研修会に

はありますが、新しい企画も考えながら活動し

参加された会員の皆様の役に立ち、満足頂けるよう

て参りたいと考えております。何卒よろしくお

な工夫・協議を重ねていきたいと考えております。

願いします。

B ORDER
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がでました。身体が資本なのに最近体重が増加の一
途でこれはやばい！ということでアクトスへ入会し
ました。結果にコミットはしませんのであしからず。
先日所属する多業種提携グループの心理カウンセ
リングを受けました。別に悩みがあるわけではなく
その方を知人に紹介するためには受けてみなければ

桑員支部

林

わからないよねということです。心や身体を壊すよ

義人

うな無理をしたくないので、「適度」「範囲内で最

みなさんこんにちは、桑員支部所属の林義人です。

大限の努力」といったような考え方で生きています。

開業して６年が経過しました。

人には個性があってあなたはそれが合っているよと

事務所は桑名市長島町でひっそりやっております。

肯定してもらえました。

便利な世の中になったもので開業資金はそれほど

とにかく人生楽しんでいこうと思っている林でし

かかっておりません。愛知会の土地家屋調査士であ

た。

る父親の事務所にはたくさんの骨とう品が眠ってお
ります。仕事は支部の先輩方、父親、大学時代の友
人（香川県の調査士の息子）らにお世話になりなが

四日市支部

らいろいろありました。

佐治

みなさん境界を確定するとき資料・現況・所有者
などバランスをとって仕事しますよね。「健康」と

武志

四日市支部会計の佐治と申します。

いうのは心と身体がバランスよく良い状態のことを

今号では支部長に代わり寄稿させて頂きます。

言います。仕事・趣味・家庭もバランスよくありた

平成28年３月25日、第一回の四日市支部勉強会を支

いものです。

部会員の方による「業務に関連する？インターネッ

私現在35歳ですが独身です。これについてはバラ

ト上のＷＥＢサイトの使用事例」と題して開催いた

ンス悪いですが、趣味が多く、独りの時間が好きな

しました。

のではっきりいって結婚願望ありません。

今回は、勉強会で取り上げられたサイトの内、
「グーグルマップ」に少しだけ触れたいと思います。
会員の皆様の中にも、すでに十二分に活用している
方も居られると思いますが、グーグルマップとはグ
ーグル社が提供している地図サービスで、地図はも
とよりアースモードにすることで空中写真を見るこ
とができます。

趣味は多いですが腕のほうは趣味の域をでません。
卓球は月１～２試合にいきます。チームの仲間と団
体戦にでたり遠征したりさまざまです。

近鉄四日市駅周辺を３Ｄ表

ゴルフは月１～２コース。今年はベスト更新の85
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先ず、単純にアースモードにした状態でも現地が

とおして掘削が行われ、夜でも辺りは照明で明るく、

住宅地なのか田園地帯なのかは判断できますし、自

トンネル工事の音は夜中も聞こえていました。現在

動車を停められそうな場所の目星を付けるなんて言

本線（空き地）には灰色の柱が整然と並んでいます。

うこともできます。３Ｄ表示やストリートビューと

異様な風景です。地元の小学校の近くにはサービス

いった機能を使えば、更に詳細な現地の様子、街並

エリアを作るためたくさんの土が運び込まれ、山

みであったり樹木の植生、もっと進んで場合によっ

地？高原？ができ、伊勢湾が望めた視界が完全に遮

ては境界杭や基準点といった物も撮影時点の情報で

られてしまいました。これから灰色の柱に橋が架け

はあるが確認できる箇所もあります。

られる工事が始まるそうです。現在その橋を作る為

また、少し（かなり？）特殊な状況ではあります

の大きな建物が高原？の上で建設中です。橋が架か

が、隣地間にトラブルがあったり、すでに係争中で

ると高速道路により、地区が西と東に分断されてし

あったりして現地に近づくことが憚られるときなど

まいます。今まで近くに思えていた隣の集落が少し

にも、簡単ではありますが現地の様子を確認するこ

遠くなるような気がしています。

ともできたりします。
もちろん、現地に出向くことを100％省略するこ
とはできませんし、また、省略すべきではない事は
言うまでもないことです。しかし、この原稿を書い
ているのは梅雨真っ只中の時期で、現場の段取りに
頭を悩まされている方もたくさん見えるのではない
でしょうか？そんなときの調査・踏査の一助として
は有効に利用できるのかなと思います。
最後に、我が支部の支部長におかれては、先述の
ストリートビューに奇跡の３年連続出演を果たされ
ています。会員の皆様、思わぬ記念撮影にお気を付
けください（笑）。

鈴鹿支部

中村

支部長

亨

私の事務所兼自宅は、鈴鹿市の西部鈴鹿山脈の麓
にあります。近くでは現在新名神高速道路の工事の
真っ最中です。用地買収のための境界確認、登記に
携われた方もいらっしゃると思います。本線の境界

たくさんの人が関わって、たくさんの人の暮らし

確認を行ったのは平成22年だったと思います。あれ

やまわりの環境も変わってしまいます。開通は平成

から６年、すっかり景色が変わっています。

30年と聞いています。開通すると騒音、排気は途切

この地域はお茶の産地で山の麓はお茶畑が広がっ

れること無く日常のこととなります。今まで、「新

ていたのですが、お茶が掘り起こされ一筋の太い線

東名高速道路のどこどこの区間が開通して、時間が

（空き地）ができ、今まで普通に通っていた道路は

短縮されて便利になったな。」と利用者の立場で感

至る所で分断、迂回路や新しい道路、橋も作られて

じることはあっても、地元住民の立場で感じること

います。また鈴鹿から亀山に抜けるトンネル工事も

はありませんでした。利用者にとっては便利になる

進み、現在は貰通したようですが、去年までは昼夜

一方、地元住民としては我慢を強いられることにも

B ORDER
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なります。複雑な気分です。みなさんも仕事などで

え、５月31日に津市リージョンプラザ第２会議室に

近くにお越しの際は、車を止めて工事風景をご覧に

て、狭隘道路整備事業に関する説明会を開催しまし

なってみて下さい。普段、高速道路を通っていると

た。平日の昼間の時間帯にも拘らず他支部の会員も

きとは違 った思いが感じられるかもしれません。

含めて23名の参加がありました。

津支部

野田

最後に、昨年度末に「測っ虎」の半被を参考にし

支部長

て広報用の半被を作成しました。

秀敏

津まつりにて支部役員等が着て広報活動をする予
定ですので、ぜひ出展ブースにお越しください。

津支部長の野田です。
さて、前回のBORDER第77号の支部だよりに掲
載した平成27年10月以降の支部活動について報告し
ます。

伊賀支部

去る平成28年１月８日に伊勢門本店にて津支部新
年会を行い、多数の支部会員に参加いただきました。

川合

映水

２月12日には津市リージョンプラザにて第二回津

皆さんこんにちは、本会理事の川合と申します。

市合同相談会が行われ副支部長の大呑会員に参加し

先日、松岡伊賀支部長からボーダー78号への原稿
依頼があり、当方学生時分から文才が無いと自負し

ていただきました。
４月８日には「はし家」にて支部総会が行われ、

ており依頼を固辞しましたが、投稿をしていないの

支部会員に議案の承認を頂き現在に至っています。

は私だけとのこと（半強制的に）で仕方なくお引き

その際、平成28年９月より開始予定の津市の狭隘道

受けいたしました。

路整備事業に関する勉強会を行って頂きたい旨の提

私、来年とうとう還暦になります。若い頃から目

案がありましたので、津市と日程と内容を協議のう

は良くゴルフの際、200ヤード以上先に落ちたボー
11
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ルの行方も今だ見えます。が、近頃は仕事の際、住

が、88番の土蔵は残っており現在もほぼその位置に

宅地図の地番等を見る時、裸眼では３？・６？・

存しています。
申請人住所につき「飯南郡茅広江村大字上出江87

８？との具合で虫眼鏡・老眼鏡無しでは見えません

番地」とあります。茅広江村（ちひろえ）は現在の

（トホホ）。
又、パソコンを長時間見ていると先程の如く文字

松阪市茅原町（ちはら）・松阪市広瀬町（ひろ

が二重に見えたり・かすれたりして、続けられない

せ）・多気町上出江（かみいずえ）・多気町下出江

のでその様な時には１時間程（約60球）ゴルフの打

（しもいずえ）が合併したものです。当時の４カ村

ち放しに行く様にしています。そしてリフレッシュ

が集まり文字を寄せ集めています。明治の合併しか

して事務所に戻り仕事を続けております。

り，平成と大差なしというところでしょうか。

その甲斐か、年に２回開催している士友会（調査

茅広江村の前は、三重県伊勢國飯高郡上出江村と

士・司法書士の伊賀支部親睦ゴルフコンペ）今回は

地券に記載してあります。我家の地券は四つ折のた

昨年日本シニアオープンが行われた白山ビレッジゴ

めボロボロです。茅広江村から松阪市大字上出江、

ルフコース６月４日開催で、（同伴メンバー神戸会

勢和村、多気町と変遷しています。職業柄郵便受け

長・高山公嘱協会理事長・川口浩司調査士でした）

箱には以上全ての住所をテプラで印刷したシールを

最近のベストスコア（アウト40・イン42）で優勝す

貼り付けています。調査士ならお判りでしょう。
なお、この土蔵は当職個人事務所のＨＰに写真を

ることが出来、神戸会長・高山理事長から練習の成

貼り付けてあります。但し、瓦屋根と外壁の杉板囲

果が出ているとお褒めの言葉を頂きました。

いを新品で改修しています。

今、投稿文をパソコンに入力をしていますが、ボ
チボチ文字が二重・かすみ始めてきました。
パソコンへの文字入力もこれくらいにしてそろそ
ろ打ち放しに行くことにします。

松阪支部

濵田

支部長

眞行

我家の土蔵２階の銭箱に放り込んであった登記済
証です。副本申請のため、これに登記済の印判が朱
印されています。大正10年９月26日受付第2938号登
記済松阪区裁判所とあります。
旧不動産登記法第106条第１号に依り、自分名義
の土地に存する建物は自分名義に登記ができるとの
根拠から、当時土地所有者である実祖父が司法代書
人竹川千代吉に登記申請を依頼し、当時の登記所で
ある松阪区裁判所に『いきなり』保存登記を申請し
たものです。当時の祖父の年齢から実質は祖祖父が
建て、既に便宜土地を贈与で名義変更していた都合、
祖父名義で処理したと推察しています。
添付の建物図面には、方位・敷地地番と形状・隣
地の地目・種類・構造・床面積と形状および辺長が
記載されています。87番の建物は父が取壊しました
B ORDER

12

伊勢支部

栁原

性胆管炎」の炎症による意識混濁でした。ところが

支部長

「処置が出来る医師が居ないので、松阪市内の病院

真吾

へ搬送しないと命に関わりますが、どうします

最近、左のひざが痛いのでそれを友人に話したと

か？」との医師の問いに唖然としながら同意するほ

ころ、「身に覚えが無いだろう」と言う。どういう

かありませんでした。ただ何時も一緒だった母と離

意味か説明を聞くと、特別な運動をしたわけでもな

れる事に不安を感じていました。

い、ひねったわけでもない、どこかにぶつけたわけ

父は、宅建業の営業に携わってきました。私が土

でもない、それなのに痛い。「身に覚えがないのに

地家屋調査士の開業後に、伊藤不動産を設立すると

痛くなるのは老化現象だ」という意味のことを言っ

自分よりは私の為という様子で90歳まで運転をして

ていた。ちょっと、ちょっと、ちょっと、それでは

奔走してくれました。几帳面で誠実な人柄で、決し

困る。まだまだテニスを楽しみたい。ラケット持っ

て大儲けは出来ない父でした。私も不動産に関して

てコートに立ちたい。

教えられる事が多くありました。入院中も家内に、

仕事においてはスケールの目盛りが読め無いし、

仕事がしたいと始終 言っていたそうです。入院６

テニスにおいてはラケットの真ん中にボールが当た

日目の正月３日に見舞うと、廊下まで父の炭坑節が

らない。「おかしい老眼のせいか」と友人に相談し

聴こえるほど元気で、私に「今日は、気分が１番

たら、眼球の動きの老化現象で、顔自体を動かせば

良い、お前の顔を見られて父ちゃんは嬉しい」と涙

よくなるとのこと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、

を流しながら言っていました。あと少しで退院出来

それでは困る。結局老化現象ではありませんか。

ると安心したのも束の間、MRSAや誤嚥性肺炎な

他の事でもあった。人に物を頼んで、頼んだよう

ど次々と本来の病気以外の病に罹り弱っていきまし

にされてないので、どういうことかとたずねると、

た。そして３月１日に旅立っていきました。松阪へ

私がそういう様に頼んだという。わざわざ聞きなお

転院させた事が、果して良かったのか自問自答の

して、そうするんですねと言ったところ、私がそう

日々でした。四十九日が過ぎた頃に友人が那智勝浦

して下さいと言ったとのこと。私には全く何も覚え

の妙法山へ鐘を撞きに行かないかと誘ってくれまし

がない。「これも老化現象か」。ちょっと、ちょっ

た。「亡者の熊野詣で」と伝えられ、人が亡くなる

と、ちょっと、それでは困る。まだまだ仕事をしな

と幽魂は必ず妙法山に参り、この寺のひとつ鐘を撞

ければ、年金も少ないし、借金もある。

くといわれているそうです。海抜749mの山にある

このように日々ばたばたし、老化現象も少しは楽

寺の本堂で父の供養をして頂きながら、何故か胸の

しみ、まだまだがんばって、テニスの引退と仕事の

重荷が軽くなって行くのを感じました。それが、私

引退は同時にすることを目標にしたいと思っていま

の西国三十三所巡りを始めるきっかけになった次第

す。

です。

紀北支部

伊藤

支部長

智夫

最近 思うところがあって、 西国三十三所巡りを
始めました。休日だけですので、牛歩の歩みといっ
たところです。実はこの３月に、実父を亡くしまし
た。両親共に大正13年生れの91歳で昨年末までは、
元気に２人で暮らしていました。突然 体調を崩し
尾鷲市内の病院へ救急搬送して検査を受けると「急
13
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熊野支部

中西

二朗

奈良県吉野郡下北山村池の峰、そのいただきの木
立の中に佇んでいるのは池神社。
道路を隔てて前面に広がるのは、明神池である。
池というよりも小さな湖と言ったほうが良いだろう。
どこからも注ぎ込む川を持たない不思議な湖と聞く。
昔も今もたっぷりと碧い水を湛えている。
梅雨時の曇り空の下、周りの木々の緑が一層濃さ
を増している。静かだ。下北山村は、熊野市の隣に
位置しながら、深い山にはばまれていつも遠く感じ
てしまう。
かつてはこの村にも法務局があった。奈良地方法
務局下北山出張所だった。当時私は測量や調査・登
記等の仕事でこの村にお邪魔し、ずいぶんお世話に
なったものだ。時にはさらに山深い上北山村まで足
をのばすこともあった。測量機械を積んだ車でたび
たびこの村の道のどこかを駆け抜けていた。
この明神池の前の曲がりくねった坂道も何度通り
過ぎたことだろう。地元の方々から親しくしていた
だいた幾多の思い出も残る。いつの頃だったか、こ
の地の法務局は五条市にある法務局に統合されてい
った。
五条市はさらに遠い。伯母峰峠を越えて吉野川沿
いの道を車で西に走らなければならない。OnLine
申請システムが出現するはるか以前のことだ。法務
局の統合を境に、徐々に下北山村と私の縁は薄れて
いった。
今日、久しぶりに訪れて明神池の木立の中に立つ。
巨大な杉の老木達は相変わらずだ。思うことは・・
やはり遠い処だな。そして過ぎ去った日々の記憶が
次々とよみがえる。懐かしさが込み上げてくる。

B ORDER
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政連だより
political

三重県土地家屋調査士政治連盟

会長

政治連盟の会長に選任されてから早や１年が過ぎ、

島

庄平

て示してくれました。このような時こそ、政治の

会員の皆様方のご理解ご協力をもちまして、平成28

力・政治活動の向いている方向がますます重要にな

年度の定時大会も無事終了いたしました。紙面上で

り、我々の日常生活に大きな影響を及ぼすことにな

はございますが、改めて御礼を申し上げます。

ると思います。

このBORDER78号が皆さんの手元に届く頃には

土地家屋調査士は不動産に係る国民の権利の明確

すでに選挙結果は出ていますが、６月22日に参議院

化に寄与することを使命に掲げておりますが、団体

選挙が公示され、18歳からの選挙権が認められる改

としては他士業に較べて大きなものではありません。

正選挙法のもとでの熱い（暑い？）選挙戦が始まっ

だからこそ政治活動を為しえない本会に代わり車の

たところへ、英国が国民投票によりＥＵからの離脱

両輪の片側となって、この目標の達成のため、個々

を決めたため、為替は１ドル＝99円台の高値を付け、

の会員の生活の安定のために、より強固な政治連盟

株式相場では1,300円近くもの暴落となり、英国シ

の存在および積極的な活動の継続が必要であると考

ョックで世界の為替・金融市場や株式市場が大混乱

えます。

を呈しているとのニュースを聞き、今後しばらくは

政治連盟はご承知のとおり任意加入ですが、政治

不安定な状況が続くであろう世界情勢の中でのアベ

活動の結果得られた成果は、等しく会員である土地

ノミクスの行先に不安を感じながらこの原稿を書い

家屋調査士個人に還元されます。

ています。

三重県土地家屋調査士会で政治連盟に未入会の会
員におかれましては、今後、我々を取り巻く環境の
変化の大きく厳しいものになると考えられる今こそ、
土地家屋調査士制度を守れるのは我々土地家屋調査
士であり、一人ひとりが参加・結集することこそが、
政治を動かす源であることをご理解いただき、ぜひ
とも入会をお願いするものであります。
当政治連盟会員の皆様には、今後とも政治連盟活
動へのより一層のご理解とご協力をよろしくお願い

現在我々が置かれているグローバル経済のもとで

いたします。

は、他国での出来事の影響が即効で及ぶことを改め

15
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公嘱だより
public

公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

常任理事（鈴亀区域業務処理理事）

会員の皆様、公嘱協会の運営にご理解、ご尽力を

野呂

幸伸

その後の懇親会では、各協会の自己紹介があり、

いただき誠にありがとうございます。

九州ブロックの社員と中部ブロックの社員では、あ

私は鈴亀区域の業務処理を担当している常任理事

まりにも顔の濃さが違うことに感銘を受けました。

の野呂幸伸です。今回、高山理事長から指名を受け

私は、母方の祖父・祖母が長崎・鹿児島の血を引い

寄稿させて頂きました。

ているため、眉毛だけは濃いです、頭の毛は薄いん

協会内では、理事が行う役割がはっきりしており

ですけど･･･

ます。私の役職である業務処理理事とは、官公署と

６月17・18日は名古屋市内で中嘱連総会に、総会

の折衝・苦情受付、社員からの苦情などを聞きとり、

と情報交換会に参加してきました。午後２時からの

理事会へ報告を行う等、月１回の理事会に参加し、

情報交換会では、主催の富山協会から質疑に対して

他の区域の業務処理理事と意見交換を行っておりま

壇上で発表する形式で行いました。各協会の持ち時

す。協会の決算日は６月末ですが、執行部、理事の

間は８分でしたが、協会をリードする愛知協会や岐

業務は、５月・６月がピークとなり、それと重なり

阜協会の事業を感心しながら聞かせて頂き、自分の

全公連総会、中嘱連総会、各区域の報告会等が開催

順番では、緊張気味で何を言っていたかは覚えても

されるため、一般事件も疎かにして業務敢行のため

おりません。

“昼夜”励んでおります。

同席した小林、高柳両理事のＩＰＵ委員会では、

平成27年度の報告として、私も参加させて頂いた

委員会の発表内容があまりにも素晴らしかったため、

中嘱連総会、九嘱連・中嘱連ブロック協議会の報告

一睡もせず感動してしまいました。是非、三重協会

をさせて頂きます。５月29～30日に開催された福

の研修として小林、高柳両理事に講師として講演し

岡・博多での九嘱連との協議会に当協会から高山理

て欲しい位です。

事長はじめ総勢９人で参加してまいりました。異例

17日の夜は、懇親会後２次会に行く気も無く、コ

の日曜日２時からの開催でしたが、九州地区は南端

ンビニで買い物でもと思いロビーに出たところ、な

の沖縄協会から震災間もない熊本協会も含め全ての

んと全公連会長の倉富さんがうろうろ、聞くところ

協会が参加しておりました。議題の中心は14条地図

２次会に誘われロビーに来たが誰もいない、そこへ

作成業務が中心でしたが、最後に震災関連の話があ

私が登場、面識がないため自己紹介し、先発隊へ連

り熊本協会・大分協会より話を聞かせて頂きました。

絡、タクシーで会場へ向かうも道中入り組んでいる

熊本県では今後２年間は公嘱業務の発注見込みが無

ため、携帯で連絡を取りながらやっとの思いで到着

くなったため協会の存亡の危機として、年度毎で収

し、駆けつけ一杯。ホテルに帰ったのは２時でした。

支決算を行う公益法人の財政的な余裕の無さ等が問

もらった領収書は紛失。７時からはホテル内のなだ

題にあがっておりました。本県でも東海・東南海地

万で朝食。おいしかったです。協会の業務の一部を

震がいつ起きてもおかしくない為、真剣に聞き入っ

私的に紹介させて頂きました。

てしまいました。また、本県でも防災協定に基づく

各区域の社員の皆様へ、中嘱連総会は、28年度は

業務（罹災証明発行、無料相談所開設等）の訓練を

富山協会での開催になりますが、翌29年度は三重協

毎年開催する必要性を感じました。熊本協会理事長

会が担当します。現在、志摩市での開催を希望して

の話では、１か月も揺すられてくると、朝起きた時

おりますが、日程、予算で何処になるかはまだ分り

『今日は震度５弱の揺れに襲われる』と予感できる

ませんが、２日目の研修会に参加していただくこと

ようです。人間は危機に直面していると五感が野生

が可能であれば、三重協会と他協会のレベルが肌で

化し、進化するのでしょうか。

感じられるので、是非参加して頂きたいです。

B ORDER
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ADR特別研修を受講して
東

伊勢支部

忍

２月５日（金）から４月２日（土）までの２ヶ月

したので、全くわかりませんでしたが、グループの

間に、第11回土地家屋調査士特別研修が実施されま

みなさんに教えていただき助かりました。また、土

した。三重会からは５名が受講しました。

地家屋調査士法及び土地家屋調査士倫理規程につい

受講者が５名以上で、本会単独による基礎研修・

て、熟読したことがありませんでした。（ハズカシ

グループ研修が開催できるからとのお誘いがありま

ィッ）５人で真剣に取り組みましたので、あっと言

した。私は、本会でできるうちにと思い、安易な気

う間に時間が過ぎてしまいました。

持ちで申し込みました。１月下旬、連合会より、案

③集合研修・総合講義について

内、教材等が届きました。内容は、①基礎研修、②

愛知会で３日間、弁護士の先生による講義でした。

グループ研修、③集合研修・総合講義、④考査と大

愛知会（２グループ）、石川会、富山会、三重会の

変そうでした。予習をしようと教材を読んでみまし

５つのグループから提出された申立書・答弁書につ

たが、専門用語が多く、なかなか頭に入りません。

いて解説していただきました。また、１人ずつ順番

結局、何もできずに基礎研修の日を迎えてしまいま

に質問されるので、内気な？私は自分の順番までに

した。

答えを予想していて、違った質問の場合には慌てて
戸惑い、緊張の連続でした。２日目の講義後、三重
会グループ５人で夕食を取り、緊張もほぐれ楽しく
交流できました。
④考査について
愛知会で２時間、択一式15問、記述式２問に挑戦
しました。過去問10回分をして臨みましたが、やは
り本番は違いました。考査後、グループで答えを合
わせたところ、みんなと違ったので、かなり落ち込

①基礎研修について

みました。

本会で３日間、憲法、民法、民事訴訟法等につい

この研修は、時間的・経済的な負担があり、受講

てＤＶＤ視聴でした。ＤＶＤに対応した教材もいた

をためらわれている会員様もみえると思いますが、

だき、わかりやすく、かなり勉強になりました。た

専門分野の知識の向上に非常に役立つと実感しまし

とえば「自白」という言葉について、私は、今まで、

た。これまでの自分を反省し、初心に返り、大変、

罪を犯したことを白状することだと思っていました

有意義な研修になりました。

が、民事訴訟法では、相手方の主張する自己に不利

最後になりましたが、研修部の皆様、愛知会の担

益な事実を認めることだと知り、自分の知識のなさ

当者様、大変お世話になり感謝申し上げます。グル

を痛感しました。初めてグループのみなさんにお会

ープの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございま

いし、緊張していましたが、気軽に話して下さり、

した。

ちょっと眠くてつらいＤＶＤ視聴でしたが乗り切る
ことができました。
②グループ研修について
本会会館をお借りし、２日間（15時間）行いまし
た。グループ長さん（イケメンさん）が進行し、教
材に沿って、「申立書の起案」、「答弁書の起案」
及び「倫理」について課題を学習し、成果をまとめ
ました。私は、申立書・答弁書の書き方が初めてで
17
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三重会新人研修会
研修部

鈴木

副部長

康之

平成28年１月29日（金）30日（土）に中部ブロック

前年から引き継いだ立会シナリオを新人会員が調査士

新人研修会（愛知）が開催され、２月20日（土）には

役となり、補助者経験豊富な会員さんを先頭に各会員

三重会新人研修会が開催されました。新人会員の皆様

ごとに約15分間の模擬立会を実施していただきました。

にとっては、過密スケジュールの受講となってしまい、

各会員さんには川井副会長と福田理事に総評をしてい

又雨天のため急遽、時間割が変更になってしまったに

ただきました。

も係わらず、真剣に取り組んでいただき有難うござい

先輩調査士が扮する立会人の迫真の演技に新人会員

ました。今年度の新人研修会の参加者は大喜靖一会員

さんも懸命に説明されていました。

（四日市支部）、佐波 彰会員（津支部）、西原辰也

境界紛争事例の立会については、調査士役全員で行

会員（伊勢支部）、松林秀典会員（津支部）の４名で

うこととしましたが、難しい事例でした。

した。
（１限目）
『基準点測量の実務』
講師 研修部理事 福田幸之助
週間天気予報が的中し、雨天での研修となってしまい
ましたが、選点した基準点の確認、測量機器の設置観
測などを新人会員に実施していただきました。
事前に研修部内で会館周辺の基準点観測したデータを
もとに基準点作業規定の講義をしていただきました。

（４限目）
『報酬額について』
講師 公益社団法人三重県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会 副理事長 真柄知久		
研修内容で扱った業務を公嘱協会での単価基準にあ
てはめて、実際に報酬額の計算を行いました。単価表
の運用について、真柄副理事長に判り易く説明をして
いただきました。

（２限目）
『資料の読み取り方』講義とディスカッション
講師 研修部副部長 鈴木康之
前年より引き継いだ講義資料ですが、よく考えられて
いて自分自身が勉強になりました。
以上をもって、三重会新人研修会を終了致しました。
今年度は93条調査報告書改定に伴い、研修内容を変
更しての試みでしたが、より実務に精通した研修会で
有意義なものとなりました。
その後、津駅前に移動して『先輩調査士と語り合う
（３限目）

懇親会』を行いました。

『境界立会実習』模擬立会

雨天の中、新人会員の皆様、研修部の皆様、公嘱協

講師 研修部理事全員と川井副会長
B ORDER

会の真柄副理事長、本当にお疲れ様でした。
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中部ブロック協議会
研修部

前田

部長

平成28年度定時総会
寛治

鵜方８時５分発の近鉄特急に乗り、いざ金沢へ。

遅れで到着。やっとのことでサンダーバードに乗車

７月１、２日に中部ブロック協議会の平成28年度定

し、列車は遅れのため停車時間を殆ど取らずに金沢

時総会と研修担当者会議出席のため金沢へ行ってま

へ出発しました。

いりました。

10分遅れのまま金沢へ到着。５時間以上かけてよ

金沢までは、約417ｋｍを近鉄とＪＲを乗り継ぎ

うやく金沢まで来ました。涼しいかと思いきや、本

５時間12分の道のり。鉄ちゃんでない私には、あま

当に日本海金沢か？と思わせる暑さで滅入ってしま

り嬉しくもない電車旅で、総会や担当者会議資料に

いました。でも、もてなしドームの吹抜けは、テレ

目を通すにしても十分過ぎます。大和八木で乗り換

ビで観た以上の解放感に圧倒され感動しました。会

えて予定通り京都に到着し、古尾副会長と名古屋法

場の金沢ニューグランドホテルまでは駅前からタク

務局長表彰を受賞の濵田松阪支部長と合流しました。

シーを利用。普段タクシーはあまり使いませんが、

ちなみに私達３人は京都経由で行きましたが、金沢

タクシーの有難味をすごく感じました。快適！

へは名古屋からのルートがあり、他のみなさんはそ

会場には私たちが最後のようで、エントランスで

ちらを利用されていました。この京都回りは古尾副

まさかのサプライズ？太田部長がお出迎え。無事間

会長がご存じで教えていただきましたが、近鉄特急

に合いました。

では、先頭車両の乗降車口のすぐの席を確保し、乗

総会は、14時から石川会の吉村副会長の司会で始

り継ぎにロス無し。流石！抜かりなしの古尾副会長

まり、議長には丸田石川会会長が、副議長には神戸

でした。

三重会会長が指名され進められました。今回３回目

乗り継ぎの16分の間に、昼食を買ったりトイレに

の出席で少し驚いたのは、終盤の質疑で福井会の方

行ったりして、０番線でサンダーバード17号を待つ

から中部地籍研究会の成果についての周知と親睦ゴ

ことに。しかし列車はなかなか来ません。今シーズ

ルフ大会の開催について質問がありました。これは

ン一番の暑さでホームは上着も着ていられない程の

予定にあったのかどうか定かではありませんが、そ

熱気です。０番線は間違いか、将又まやかしか？す

れぞれ小野研究室長（岐阜）と茶谷中部ブロック協

ると間もなく「前を走る急行列車が人身事故のため

議会会長が対応されていました。

４分遅れの到着となります。」との場内アナウンス

とにかく暑い熱い２日間でした。

が。まさしく国際救助隊の出番やんか！そんな事あ

懇親会の様子は、西出総務財務部副部長が報告し

るの？と、ぼーっとしながら待つことに。結局10分

報

告

てくれますので読んでください。

平成28年度
第1回 中部ブロック総務財務担当者会議
「弾丸出張？？？」
総務財務部

西出

副部長

郷志

７月２日に石川県金沢市で行われた中部ブロック

総務財務部長から突然電話がありました。担当者会

担当者会議の総務財務担当者会議に出席して参りま

議の出席要請です。話を聞くと？？？「例年は、会

した。

長、副会長、各部長が出席するのですが、今年は各

本会の理事になり２年目を迎えた平穏なある日、

部から追加で１名ずつ担当者会議に出席してもらう
19
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ことになりました。」ということでした。

の会場内に爆笑を誘う盛り上がりなどもあり、あっ

総務財務部からは私西出が、（以下敬称略）企画

という間に懇親会も終了致しました。

社会事業部は吉村工（松阪支部）、研修部は、五百

翌日の担当者会議は、９時30分からです。会議ま

野正樹（津支部）、広報厚生部は、山本幸司（松阪

でに若干時間があることに。。。気づいてしまいま

支部）の４名が指名され、追加出席することになり

した。なんとラッキーなことに。。。宿泊先のホテ

ました。

ルから。。。あの「兼六園」と「金沢城」がすぐそ

担当者会議の前日の７月１日には、中部ブロック

こに。しかも朝５時から開園してるという情報

協議会の総会が14時から開催されるのですが、追加

が。。。行かない手はありません。。。早起き致し

出席者の４人は総会には出席しなくてもよく、18時

ました。天気も良く追加出席者の４人で「兼六園」

からの懇親会から出席すればよい、ということなの

「金沢城」を早朝から清々しい気持ちで散歩がてら

で、懇親会に間に合うようにのんびり三重県を出発

見学して参りました。「金沢城」は大変広く大きく

しました。会務の初県外出張のなのですが、ん～な

美しく。。。「兼六園」は、さすが「兼六園」。。。

ぜか名古屋駅に到着すると旅行の様な錯覚に一瞬陥

とっても綺麗で優雅な大庭園でした。

ります。でも、今日は違います。。。スーツ着てて

あ～なんだか「苦しゅ～うない、よきに計ら

暑いし。。。汗ダラダラだし。。。やっぱり仕事や

え」。。。「殿、ご乱心でごじゃる」。。。な～ん

わぁ～。気を取り直し４人でＪＲ名古屋駅から「し

て言葉が聞こえてきそうなくらい？？？江戸時代に

らさぎ９号」に乗り込み石川県金沢市へ。無事に懇

タイムスリップした気分なり。。。「余は満足じ

親会会場の金沢ニューグランドホテルパレス５階

ゃ」？？？。

「銀扇」に会場入り。出席者101名、渡された席次
表に従い着席し、しばらくし定刻になると石川会さ
んの司会者の方から、懇親会の開催宣言直後、「ぽ
ん・・・ぽん・・・」と音が。。。そうです。。。
和太鼓です。。。続いて「能」が。。。「人生50
年・・・」宝生流だそうです。石川会さん趣向を凝
らして101名をお迎え下さいました。
兼六園

金沢城（橋爪門）
芸者さんの「踊り？」

さて、その後の総務財務担当者会議では、他会の

爪楊枝？

方々から現状報告・意見等も聞け、大変有意義で貴
その後、石川会さんまだまだありました。芸者さ

重な会議となりました。

んの「踊り？」。。。芸者さんからのプレゼント

翌日早速、総務財務担当者会議の詳細を「報告

「爪楊枝？」。いつまでも「ボ～」としてる暇はあ

書」にまとめ、後日、本会に提出致しました。

りません。そろそろ、お仕事です。明日の担当者会

会務初出張の１泊２日、「濃厚濃密？？？」滞在時

議に向け、他会の総務財務担当者の方々にご挨拶、

間20時間の「弾丸出張？？？」でした。

ご挨拶、ご挨拶・・・・・。私は、お酒が飲めませ

この度は、石川会さんの関係者の皆様には、大変お

んので、金沢弁の「飲みまっし～」とはいきません

世話になり、感謝致しております。

でしたが、石川会の司会者の軽快な進行や、特に来

この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。

賓？祝辞？演説？叫び？名古屋法務局民事行政部長

ありがとうございました。

B ORDER
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2.22津工業出前授業
広報厚生部

太田

部長

哲也

２限目の始業のチャイムが鳴る、けれど彼らは集

た測量実習。果たしてうまくいくものか心配であっ

まらない。津工業高校都市システムコース実習室で

たが、でもそこは測量を学ぶ生徒達。三角形の高さ

モニターのセッティングをすませ待つ我等。やがて

計測においては、おおっと唸らせるほどの見事なテ

ダルそーに現れた彼らは、イマドキの高校生。あて

ープ捌き。ＴＳの扱いも慎重かつ丁寧、声も大きく、

がわれた授業に漂う迷惑感…。

野帳記録作業も正確。うん、いい技術屋になれそう

５分ほど遅れはしたが何とか開始。気合い一発、

かな。

挨拶がわりの「みなさんは土地家屋調査士を知って

続いて４限目。教室に戻り、内業計算を開始する。

いますかぁ↗？」。一瞬の静寂の後、「しー↗らー

一番時間のかかるところかとの想定であったが、見

↗んー↗」…。ヤル気なさそっ(+o+)

事に予想を裏切られる事となる。彼らは関数電卓の

どうせなら、「みなさんはベンツって外車知って

使用にとても慣れていて、かなりのハイペースで計

ますかぁ↗？」ってぐらいのノリで言ってやればよ

算を進めた。経験していないはずの座標求積につい

かった (｡-_-)ﾉ

ても、皆で声を出しあいながらの計算。ここでの集

途轍もなく低いテンションからのスタート。気を

中力とチームワークは素晴らしいと感じた。また、

取り直し、準備した連合会ＰＲ動画「境界を探せ！

その測量精度も素晴らしいものであった。

三人の土地家屋調査士」を見せると意外や、食いつ

成果発表、勝者チーム表彰、副会長挨拶を終えた

きがよい。時間の関係上、神奈川会田中明子会員の

と同時に４限目終業のチャイムが鳴った。

活躍部分のみに編集したものであるが、過去、モデ

測量実習初トライを時間通り進められたのは、部

ルやってた若い女性もバリバリ測量やってる業界な

の皆が探して探した陣取りゲームの投てき物で、寒

んだなって、少し興味ありげに？思ってくれた様子。

空の下何度も何度も公園でリハーサルしたおかげ。

ありがと、あっこたん(^^♪

誌面を借り、部の皆さんの健闘を称えます、お疲れ

続いて講義は、地租改正と公図について。公図の

さまでした。

変遷を津工業底地の和紙公図、公図、航空写真の重

最後に、津工業生の腰パン君にシャツ出し君達へ。

ね図にて説明した。が、とても眠たそうであった。

失礼m(__)m。もとい、これから社会へと出ていく

（クッソーっ）でもなんとか最後に、彼らに、ひと

津工業生のみなさんへ。

印象与えたくて、自身が土地家屋調査士として独立

みなさんが社会人となって、いつの日か、ふと思

開業した時の事を経験談として話してみた。寝てた

い出してくれたらと思う。

生徒に思いっきり目配せ(；一_一) 。最後は皆熱心

土地家屋調査士という職業。オッサン達とグラウ

に？しょうがなく？聞いていてくれたかな。（自己

ンドで投げたタワシ。そして、「大変」な時こそ大

マン）

きく変われる時。

続いて３限目。ここからの測量実習、概要はチー
ムを編成し、円形コート内で紐につけた投てき物を
チーム交代で投げ、順次投てき物の落下ポイントを
結線した画地を陣とする陣取りゲームをし、その陣
を測量する。測量については、テープによる測量と
ＴＳを用いた測量を行い、①陣の面積の大小②テー
プ測量とＴＳ測量（計算は手計算）による面積測量
の誤差。の２要素で競うゲーム形式にてとり行った。
我々部員も初めての事で、部会では全然時間が足
りず、臨時ＷＥＢ会議を開催してまで、揉んで詰め
21
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報

告

7月31日は「土地家屋調査士の日」
三重県土地家屋調査士会

平成28年７月30日（土）、三重県土地家屋調査士

会館内に、絵本「じめんのボタンのナゾ」の展示

会館にて、法務局職員さんにご協力を頂き、「第７

を行い、来館者様に観覧いただきました。

回全国一斉不動産表示登記無料相談会」を行いまし
た。また、今年は相談会にプラスして、「夏休み企
画」と題し、親子で楽しめるイベントを実施しまし
たので、その旨報告します。
親子で楽しめるイベントとして、拡大と縮小を利
用した算数教室を実施。室内での「地上絵作成」を
行いました。

イベントに来て頂いた親子さんに楽しんでもらえ
るよう、似顔絵をプレゼント。

算数教室の様子

地上絵作成中

地上絵ならぬ床上絵と子供たち
B ORDER

取材の上杉 日調連理事にもプレゼント
22

ご協力を頂きました津地方法務局、片岡則之総括

さらに、「謎のマジシャン」を招へいして、親子

表示登記専門官、前田雅也表示登記専門官におかれ

さんたちに楽しんでもらいました。

ましては、土曜のお休みのところ、三重県土地家屋
調査士会のイベントにご協力を頂き、ありがとうご
ざいました。
また、松阪支部の有志において、７月26日の早朝、
28日の夕方、松阪駅前でのぼり旗を掲げ、広報グッ
ズ配りを行い、土地家屋調査士の日の啓発活動が行
われました。
松阪支部の皆さん、お疲れ様でした。

さて、本題の全国一斉不動産表示登記相談会は、
津市内自治会回覧板でのチラシ回覧、新聞各社の告
知記事効果もあり、26件の相談を頂きました。また、
当日の新聞社取材もあり、大盛況の運びとなりまし
た。

登記相談の様子

23
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新 入 会 員
紹 介

津支部

松林

秀典

はじめまして、平成28年１月付で入会させていた
だきました、松林秀典と申します。
私は、建築士としてこれまで20年間建築の現場に
携わってまいりました。

①調査士になる前は何をしていましたか？
②何故調査士になろうと思いましたか？

土地家屋調査士という仕事とは、縁がありそうで

③調査士になってみてどうですか？

なかったのですが、資格学校で建築士の後進の指導

④趣味は何ですか？
⑤自慢できることがあれば教えてください。

をさせていただいている折に、営業マンの方から

⑥調査士としての今後の抱負を聞かせてください。

「土地家屋調査士に挑戦してみては？」と勧められ
たことが、この資格との出会いでした。
最初は自分には向いてないのかと考えるぐらい、

津支部

中西

法律の知識が定着せず、苦しみましたが、次第に法

健斗

律について考える思考が身につき、この資格を取得

はじめまして。今年３月に三重県土地家屋調査士

して土地境界の問題に対して向き合っていきたいと

会に入会致しました中西健斗と申します。よろしく

感じるようになりました。

お願いします。

私は、補助者経験もない未熟者であり、先輩方に

これまで、調査士である父の元で補助者として勤

は御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、

務しておりました。試験に合格したことをきっかけ

先輩方の築き上げた調査士の歴史と地位を汚すこと

に、測量についても学ぶ必要性を感じ、測量会社に

のないように、誠実に業務に取り組みつつ、知識と

勤務した後に登録させていただきました。

技術の研鑽を図って参りますので、先輩皆様におか

日々業務を行う中で、補助者として勤務していた

れましては、何卒ご指導賜りますようよろしくお願

時にはなかった、調査士としての責任の重さを感じ、

い致します。

自分がこの先こなしていけるのかと不安に感じてい

アンケートの回答

ます。
諸先輩方が築きあげてこられた調査士の信頼と実

①建築会社の代表として建築業に従事しており、現在も本業とし

績を自分が汚すことがないように、日々研鑽を重ね

て頑張っております。

ていきたいと思っております。

②資格学校で一級建築士の受験指導をしていた際、資格学校の

慣れないことばかりで皆様には何かとご迷惑をお

営業から調査士を勧められたため。

かけするかと思いますが、どうぞご指導よろしくお

③まだ実務的な仕事をしていないので、実感はありませんが、法

願い致します。

律に関する有資格者となったことで、建築の方のクライアント
から高い期待を寄せられるようになっていると感じます。

アンケートの回答

④趣味とは言い難いものですが、小さな子供達が３人いるので、

①測量会社に勤務しておりました。

子供達に絵本を読み聞かせしたり、遊んだりする時間が非常に

②父の影響もあり、業務に楽しさを感じたので。

楽しい時間で、最近ストーリーテリングという「素語り」を楽し

③専門家としての責任の重さもあり、日々の成

んでいます。

長が必要と感じております。

⑤料理が得意なこと。煮魚・パスタ・オムライス等いろいろ作ります。

④テニスや野球です。

⑥一日も早く実務家として多くの人に役に立てるよう研鑽を務め、

⑤道を覚える事です。

信頼される調査士となると共に、一人でも多くの方に土地家屋

⑥少しずつ経験を重ね、皆様から信頼される調

調査士を知ってもらい、土地家屋調査士の地位向上に貢献で

査士になっていきたいと思います。

B ORDER

きるよう誠心誠意努力していきたいと思います。
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リレー寄稿

この季節、私の休日の過ごし方はといいます
と、家のまわりの草刈り、子どもの野球の応援、
そして水中めがねとシュノーケルを持って、町
内の銚子川へと向かいます。
この銚子川は、夏になりますと県内外から多
くの方が訪れる川ですが、川の長さはわずか
17kmで、その源流は、日本有数の降雨量を誇
る大台ケ原の原生林です。標高約1400ｍの大台

広場

ケ原からの水が下流まで一気に流れ下り、人家
も少ないため生活排水の影響もほとんどなく、
透明度は「奇跡」であるとも言われています。

夏の休日の過ごし方

仕事場から５分も車を走らせれば、「いつもの
場所」です。ちょいと腹が出た海パン姿に水中
めがねとシュノーケルを着けて、水深２ｍ程の
流れのゆるいところへと泳いでいきます。肩が
水に浸かるまでは、かなり気合いのいる水の冷
たさですが、頭まで潜ってしまえばその冷たさ
も徐々に慣れてきます。
水中で最初に目にするのが、「ゴチ」です。
地域によって呼び名は違うようですが、図鑑で
調べてみますと「ヨシノボリ」という川ハゼで
す。大きさは10ｃｍくらいまでですが、様々な
模様の「ゴチ」を川底の岩にたくさんみつける
ことができます。また、岩の間をじっくりみて
いますとたくさんの「川エビ」もみつけること
ができます。子どもの頃は川原に落ちている竹
や小枝にテグスと釣り針をつけて、ちくわをエ
サにし、水中めがねでのぞきながら、「ゴチ釣
り」を楽しんでいました。水深の深いほうに水
中めがねを向けますとオイカワやアユが群れで
泳いでいます。
この銚子川でもアユとアマゴを地元の漁協さ
んが放流していますが、天然アユも遡上してく
るそうです。地元のアユ釣り名人に聞きますと、
清流に育つ藻を食べているアユは身の香りも良
く、ウロコも固くないそうです。
あまり長い時間を川の中にいると唇も紫色に
かわり、身体もかなり冷えてはきますが、暑い
夏の休日をこの素晴らしい天然の水族館で過ご

リレー寄稿

すことが、私の楽しみとなっております。

◆紀北支部◆

松場

（次回の記事は、四日市支部の方にお願いしたいと存
じます。）

豊和
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3

小鳥のお散歩
この作品はまったくのオリジナルで私が考案

したものです。車輪の回転を動力として、頭、
尻尾、羽根が動き、体を上下させながら進みま
す。お腹の中にどんな仕掛けがあるのか想像し
てみてください。
孫は大喜びで家中を走り回っています。１号
機は胴体を上下に揺らしながら羽ばたくだけで

広場

あまり面白くなかったので、頭と尻尾も動くよ
うに設計し直し、すぐにこの2号機を作りまし

ＤＩＹ材でこんなの作りました

た。
これもまた姪っ子の目にとまり「作って作っ
て」という訳で、１号機を含めて4個も作りま
した。
１号機はDIY材で作ったのですが、板の継ぎ
目が気になったので宮川森林組合で桧の端材を
買い求め、厚さ２cmにカンナ加工してもらい
ました。
これを糸鋸で切断してヤスリを掛け、トリマ
ーで面取りをして、サンドペーパーで仕上げる。
という大変な工程でしたが、出来上がった小鳥
の動きを見ていると、とても楽しい気分になり、
すごく癒されます。

Part 2
BORDER77号の続き

篠

B ORDER

◆津支部◆

原

馨
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4

総桧のえさ台
我が家の庭にメジロを呼ぶためにDIY材でえ

さ台を作ったものの、３年目には接着剤が劣化
してバラバラになってしまったので、新しく作
り直すことにした。
そこで、思いついたのが、桧の残材があるし、
お伊勢さんの遷宮の年でもあるので、ちょっと
贅沢に総桧のえさ台を作ることでした。写真の
とおり厚さ２cmの荘厳、重厚なお宮、いや、
えさ台の完成です。
入り口には、ヒヨドリとカラスにご遠慮いた
だくための格子が取り付けてあります。

5

テレビ台
我が家のテレビは、液晶に換えてから久しい

のに、何故かテレビ台はブラウン管用で、奥行
きが深くて幅が狭いものを使っていました。最
6

近前に出っ張っているのが邪魔に思えてきて、
今風のテレビ台を自分で作ることにしました。

隙間家具（分別ゴミ箱）
冷蔵庫と壁の隙間を利用して、分別ゴミ箱を

作りました。

天板が薄いとみすぼらしいので、３センチの
厚板を奮発し、扉もトリマーで面取り加工を施

高さが180cm、奥行きが55cmもある大きな

し、デザインにも気を使って塗装を施し、我な

ものなので、重くならないように桐のDIY材を

がらカッコイイものが出来たと満足しています。

使い、７種類の分別と上２段にごみ袋を収納す
る引出を付けました。

前号で紹介しました「カート」の設計図を篠原会員から提供頂きました。会員専用ページからダウンロードが可能ですので、
是非会員の皆様もDIYでチャレンジしてみてはいかがでしょうか（広報厚生部）
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偶然の幸運はそうやってくるものではありま
せん。
30年以上土地家屋調査士をやっていても、そ
の職責を全うすることが役割で、なんて考えて
ると荷の重い事重い事。そんな中で昨年は、思
いもよらないことがありました。
昨年依頼者にいただいた本「さだまさし」の
自伝小説「かすてぃら」に地名「松阪」が登場

広場

することを教えていただきました。小説を最後
まで読んだ人しか知らないと思います。
３年ほど前にはNHKでTVドラマ化されてい
たのですが、そこには「松阪」は出てこなかっ
たようです。
小説の松阪の部分だけを抜書きします。
「・・・その後五島列島の奈良尾からたくさんの
木材を伊勢の松阪に送り出しました。
・・・」
これだけです。

調査士の役得？
いつもは「とちり顔」

調査士

B ORDER
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「かすてぃら」には本名が出てきますが、こ

内容は省きますが、その時に信用していただ

の部分は松阪出身のＭさんの書かれた、長文の

いたことから松阪にある相続された不動産の関

電報の一部とだけ記載しておきます。

係で再度の依頼がありました。

電報文331文字の内の35文字です。この部分

Ｍさんは老紳士然とした風格を持ち合わせた

すべてを引用しようとも考えましたが、さだま

方で、80歳半ばでまだ仕事をされている元気な

さしさんがこの小説に残したかった思いが詰ま

方です。

っているようで・・・。推理小説の犯人を告げ

そのご本人から、恥ずかしそうに手渡された

るくらいの重要なことのように思いますので、

のが「かすてぃら」でした。さっそく２日ほど

ここまでにしておきます。

で読み終えました。

Ｍさんとさださんの父親とは旧来からの知り

ＦＡＸでお礼と「facebook」に感想文を掲載

合いであったことがわかります。

したことを伝えました。

そして、さださんの父親の言っていたことの

そのことから、このＭさんを介して私はさだ

真実がＭさんの言葉で裏打ちされます。そんな

まさしさんの公演の楽屋にうかがいサインまで

大事な言葉が続きます。

いただき、公演も見せていただくことができま
した。
偶然の幸運、「待ちぼうけ」のウサギにも来

そして私とＭさんの関係は土地家屋調査士業

ることがあるようです。

の依頼があったところから始まります。
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本格的に走り始めて５年程になります。きっかけはダイエ
ットでした。僕は生来の大食漢で、ご飯は常に大盛り、「食
べ放題」や「お替り自由」ということばにビンカンに反応し
てしまう卑しい質だったので太らないはずはないのですが、
それでも若いころは代謝が盛んなのか体重も横ばいだったの
が、40歳を過ぎた頃から次第に身に付くようになり、50歳を
超えると体重が右肩上がりに増えていきました。ついに85キ
ロを超えた時、メタボ腹と豚まんのような顔になり、健康診

広場

断の血液検査も「要精検」項目が増え、さすがに危機感を覚
えました。とにかく体重を減らさなければとダイエット宣言
をしたのですが、何より食べることが好きなので食事の量を
減らすのは不可能と思い、運動によって脂肪を放出する計画

マラソンのすゝめ

にしたのです。
元々山歩きやウォーキングが好きで時々はしていたのです
が、それぐらいでは効果が無く、もっと手っ取り早く、大量
に脂肪を消費できるであろうランニングをすることにしたの
です。ところが、いざ走り始めてみると、準備もせずに急に
始めたのが悪かったのか、ただただ苦しく、膝や股関節を痛
めたり、あげく足首を疲労骨折したりと全く長続きしません
でした。
計画の見直しを考えていたその頃、NHKのEテレで放送さ
れたのが「３か月でフルマラソン」という番組でした。マラ
ソン解説でおなじみの金哲彦氏が野々村真、時東ぁみのタレ
ント二人の初心者を指導し、３か月でフルマラソンを完走さ
せるという実に無謀な番組でした。（結果、二人は３か月後
に見事徳島マラソンを完走したのです。）
そこでしていた練習方法の一つが「LSD」（Long Slow
Distanceの略）というものでした。長い距離をゆっくりと走
る練習なのですが、１㎞７分から８分のスピードで長く走り
続けていると末端の毛細血管が増え、隅々まで血液が流れる
ことになって42.195㎞を走るスタミナがつくというのです。
また、最大の目標だった脂肪の燃焼にも大いに効果があると
いうことでした。
それまでのランニングのイメージは「苦しみに耐え、でき
るだけ速く走る」だったので、とにかく「ゆっくりでいい」
というのは目から鱗でした。
１㎞８分というと「速歩の人に抜かれる」位ゆっくりです。
そんな歩いているのか走っているのかわからない位ゆっくり
と走り始め、20～30分すると身体が温まり、呼吸も楽になっ

◆伊賀支部◆

福田

B ORDER

てきます。身体が軽くなり、やがてアドレナリンが分泌され

幸之助

てくると苦しさが快感に変わってきます。どこまででも走る
ことができるような錯覚を覚えます。この「快感」が麻薬中

30

毒患者のように人を毎日走らずにはいられない身体にさせる

野山をかけめぐるトレイルランをする人、70歳でフルマラソ

のです。実際、雨が続いて３日も走ることができないと禁断

ンを3時間半で完走する人や富士山を麓から頂上まで一気に

症状が出てくるほどになり、いつしかダイエットではなく、

駆け上がる富士登山競争に挑戦する人もいます。そんなマラ

走ること自体が目的に変わっていました。

ソン病に冒された心優しき鉄人達に刺激をもらいながら、一

平日は早朝の１時間、ゆっくり走り始めて、身体が慣れて

緒に走るのは実に楽しいものです。

きたら徐々にペースを上げるビルドアップ走や緩急をつけて

マラソンはトップ選手は別にして、他人と勝敗を競うとい

走るインターバル走、坂道ダッシュなどを織り交ぜ、休日の

うことが無いスポーツだと思います。皆それぞれ自分の目標

時間がある日は２～３時間LSDをしています。

を持って、その目標を達成するためだけに走っています。ア

毎日の練習はもちろん楽しいのですが、よりモチベーショ

トランタオリンピック女子マラソンで35㎞まで２位で走って

ンを上げるにはレースに出ることです。マラソンブームと言

いて最後抜かれ、銅メダルに終わった有森裕子さんの「メダ

われているとおり、日本全国、週末にマラソン大会が無い日

ルの色は、銅かもしれませんけれども、終わってから、なん

が無いほどたくさんのレースが開催されています。数千人か

でもっと頑張れなかったのかと思うレースはしたくなかった

らメジャー大会では２万人以上のランナーが走るレースに出

し、今回はそう思っていないし、初めて自分で自分をほめた

場することは小学校の運動会でリレーの選手に選ばれた時と

いと思います。」というあの有名なことばがマラソンの本質

同じワクワクドキドキ感があります。数年前までは「マラソ

を表していると思います。マラソン中継を見ていて、いつも

ンは見るもの」、まさか自分がフルマラソンを走るなど思い

泣いてしまうのは限界を超えて挑戦している姿に感動するか

もしなかったのに、今そのスタートラインに立っている時、

らだと思います。走っているときはいつも自分と向き合って

一人前のアスリートになった気分になることができます。

いて、レースで苦しいとき自分がどれだけのことをしたかに
よって、走り終えてからの達成感が全く違います。実際はな
かなか限界を超えるのは難しく、甘えと妥協の連続ですが。
最後にこの５年間の「成果」を。体重は15㎏減って70㎏に、
血液検査も全て正常値になり、山歩きや丸一日の現場も楽に
なりましたが、最大の効果は走った後の爽快感でしょう。仕
事上のトラブルや忙しさで精神的にモヤモヤしていても、走
ればスッキリします。仕事へのモチベーションも上がります。
うつ病の予防や治療にランニングが効果的だという研究もあ
るようで、ストレスの多い調査士業を営む我々にとって、う
ってつけのスポーツだと思います。メタボに悩む人やモヤモ
ヤしている人は明日から走りませんか？そしていつか、「チ

ハーフマラソンまでは最後まで楽しく走れますが、フルマ

ーム調査士会」で駅伝大会に出場しましょう。

ラソンはさすがに長いです。昨年、ようやく５時間以内で走
れるようになりましたが、５時間走り続けるのはかなり大変
です。「マラソンは30kmから」とはよく言われることです
が、30kmを過ぎるとあちこち痛くなり、35kmからは身体中
全ての筋肉と関節が痛く、油が切れたロボットのようになり、
最後は足を引きずるようにゴールするという風です。でも、
そんなボロボロの状態になっても「また走りたい」と心底思
ってしまうのがマラソンの不思議なところです。
私が住む団地にランニングクラブがあります。30代から70
代まで、幅広い年齢のメンバーが日々汗を流しています。毎
日ゆっくりと走っている人、フルマラソンでサブ３（３時間
以内完走）を目指す人、フルマラソンでは飽き足らず100㎞
ウルトラマラソンに転向した人、普通の道では面白くないと
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ぶ
つ やき
ゴルフの薦め
おっさんゴルファ

り健全であります。

●通りすがりの

もう一つ、プロのトーナメントの観戦をお奨め
いたします。（特に女子プロがお薦め）

その昔、ゴルフといえば、お金持ちのレクリエ

いろんな見方ができて楽しいですよ～

ーションスポーツでありました。ゴルフ場もお客

さぁ

相手に大名商売で、一般庶民は相手にせずとも予

ゴルフ！

皆さん

明日から

レッツ

エンジョイ

約が一杯でした。
ところが、バブルが弾けて以降、お客は減る一
方、仕方なく料金を下げ、昼食サービスをするな
ど、誰もが手軽にできるスポーツとなりつつあり、
会員権もかなり安価になっています。
そこで、調査士の皆さん、ゴルフ始めてみませ
んか？
何故なら、ゴルフというスポーツは、調査士に
ピッタリのスポーツだからです。

悲しい音

ピッタリだという要素を挙げてみます。

●松阪支部

⒈ 距離を把握することに長けている。
調査士にとって、距離を知ることはお手の物で
す。１打目を終え、グリーンまでの距離、またグ

市野 浩太郎

どしゃ降りの雨煙の中、小走りで駆け込んだの

リーンまでの残す距離を計算する。

はいつもの店だった。

ピンまで寄せるのに必要な距離パターで打つ距

カウンター席の黒革のスツールに腰を掛けた測

離など調査士に必要な測量（歩測・目測）が役に

っ虎は、冷房の心地よい風を背に受けていた。ウ

たちます。

ィスキーの入ったグラスを手に取ると何度か揺ら

仕事でたくさん経験をつんでいるからこそ、バ

して氷の音を奏でた。微かな雨音が聴こえる静か

ッチリ距離を知ることができます。

な店の中に悲しく乾いたような氷の音がこだまし

⒉ 我慢ができること。

た。店内には柑橘系の良い匂いが漂っていたが、

調査士は、境界立会いの時、両方の所有者の話

測っ虎にはそれが何の匂いかは分からなかった。

をよく聞きとり、双方が納得できるまで、辛抱強

「職印台紙制度の話だが・・・」

く話し合いができるのは調査士です。

と、グラスを呷った測っ虎が切り出すと、カウン

⒊ 登記や調査結果ができるまでコツコツと作業

ター席の向こうからマスターが身を乗り出した。

をすることができる。

「廃止だね。調査士を辞めた俺が言うのも何だけ

プレーは基本一人良くも悪くも自己責任です。
以上

どさ」

調査士という職業が、ピッタリなのです。

また、ゴルフ場に行けばいろんな方々との交流

竦めた。測っ虎は溜息をつき、煙草を取り出した。

や仕事の話も増えます。

すかさずマスターが火を出した。ジッポーライタ

現在のゴルフ場は、昔のような場所ではなく、

ーの乾いた金属音が氷の音よりもさらに悲しく耳

多くの老若男女がプレーされています。

に響いた。

特に若い方々との交流は、夜の社交場より、よ

B ORDER

そう言って、口髭のマスターが舌を出して肩を

入口のドアが開き、マスターの甘い声を掻き消
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すほどの激しい雨音と仄かな香水の香りが飛び込

腰を下ろし、美優を膝の上に乗せてネクタイを少

んできた。ハイヒールの奏でるスタッカートのよ

し緩めた。

うな小刻みで画一的な音が次第に大きくなりやが

「パパ。このチョコ食べる？」

て止んだ。きまりが悪い顔をした愛が測っ虎の隣

笑顔の美優が振り返って、ポケットから小さな

に座った。愛は「ごめん、遅くなっちゃって。や

手を差し出した。測っ虎がそれに応えた。美優の

っぱ雨女ね、私」と言った後、濡れた髪の先端の

左頬にある小さな笑窪がくっきりとなった。

アッシュっぽい色のあたりをハンカチで何度も猫

「美優。今度の日曜、パパと一緒に映画を見に行

のように押さえた。愛はカウンターの端に置かれ

こうか？」

た白い百合の花を一瞥した後、妖艶な瞳で測っ虎

「美優は行きたいけど・・・」
美優がそう言って顔を伏せた。次の瞬間、キッ

を見つめて微笑んだ。整った顔立ち。白いワンピ
ースから露わとなった長くて細い官能的な腕と脚。

チンから声が飛んで来た。

他に並び立つ者はいないほどの抜群の存在感。測

「ねえ。今度の日曜、みんなでご飯食べに行

っ虎が愛の都会的でフェミニンな外見や落ち着き

く？」
そう言って、エプロン姿の妻が測っ虎の顔を覗

払った物腰に見とれて、今日こそ愛を自分だけの
ものにしたいと思っていたその時。ＳＮＳの着信

き込み、白い歯をこぼした。

音が鳴った。測っ虎は携帯の画面を見て目を閉じ

「行くー！」
ダッシュで駆け寄った美優を華奢な腕で抱え上

た。愛が細い眉を聳やかせて横から画面を覗き込
んだ。

げた妻が声を出して笑っていた。破顔一笑。

「虎ちゃん、どうしたの」

測っ虎は、二人の顔の同じ位置にある笑窪を、交

「何だよ。友達からだよ、友達」

互に見つめていた。美優をおろした妻が、測っ虎

「ふーん」

に呑みかけのグラスを差し出した。「梅酒のロッ

一瞬にして酔いが醒めた測っ虎は「帰るわ」と

クだけど呑む？」。「ああ」。測っ虎は、汗をか

言って席を立ったが、愛は気もそぞろに「じゃあ

いたグラスを親指と中指だけで掴み、目の高さま

ね」と無機質な声で言ったきり目を合わそうとも

で上げてそれを光に透かして見つめた後、ゆっく

しなかった。

りと揺らした。明るいリビングに、氷の音がきれ
いに鳴り響いた。聴きなれた音だったが、もう悲

独りで店を出た測っ虎は、屋台が軒を連ねる川

しい音には聴こえなかった。

沿いの歩道を駅の方向へ歩き始めた。雨は既に止
んでいた。ＳＮＳで送られてきた妻と娘の２ショ
ット写真。俺には待ってくれている人がいる。そ
う自分に言い聞かせた。水面に映る繁華街のネオ
ンのコントラストが移りゆく様は動く虹のようだ
った。夜風が水の匂いと草いきれを運んで来た。
目を瞑った。身近な存在だった愛のことを遠くに
感じた。愛とは二度と会わない。そう心の中で叫
んだ。
「おかえりー！」。娘の美優の元気な声。それは
３日間、妻と喧嘩中の測っ虎にとって何より心嬉
しいものだった。測っ虎はリビングのソファーに
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会員の動き

平成２8年7月28日現在

●入

会員数272名

会
氏

名

事

務

所

入会年月日

松

林

秀

典

津市垂水1967番地

平成28年１月12日

中

西

健

斗

津市阿漕町津興208番地1

平成28年３月10日

●事務所住所変更
氏

名

住

所

変更年月日

中

西

二

朗

熊野市井戸町1020番地24

平成28年１月15日

藤

定

忠

弘

四日市市三栄町2番18号

平成28年１月18日

瀬

古

貴

文

桑名市大字江場19番地1

平成28年３月20日

辻

隆

志

多気郡明和町大字馬之上886番地11

平成28年３月24日

辻

泰

行

多気郡明和町大字馬之上886番地11

平成28年３月24日
平成28年４月18日

前

田

佳

昭

鈴鹿市神戸一丁目19番25号

太

田

哲

也

津市半田3248番地19

●退

北栄ビル306

平成28年４月25日

会
氏
河

邑

辻
大

橋

●訃

名

支部名

退会年月日

理

由

和

摩

伊賀

平成28年１月４日

所属会変更

碩

哉

伊賀

平成28年３月25日

業務廃止

憲

夫

鈴鹿

平成28年７月28日

業務廃止

報
氏
水

B ORDER

野

名
照

文

支部名

退会年月日

伊賀

平成28年２月12日
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謹んで哀悼の意を表するとともに、
心からご冥福をお祈り申し上げます。

編集後記
今年に入ってから、伊勢志摩サミットが終わり落ち
着いたと思いきや、ポケモンGOの社会現象から普

寄稿のお願い

段ひとけの無い所に人だかりができている今日この
頃、話題に乗り遅れてはと、私もポケモンGOをイン
ストールし、モンスターをゲットしております。
ボーダーの編集に携わらせていただき早、3回目
の発行となりました。

ＢＯＲＤＥＲでは皆様からの原稿を募集して

会員の方々の様子や三重会の様子が少しでも身

います。

近に伝えられたらと思っております。

最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

地域密着でみなさんに少しでも興味がもってもら

望、旅行等どんな事でも結構ですので、どしど

える紙面づくりができるよう、励みますので、みなさ

し応募してください。お待ちしております。

んの執筆等の積極的な参加をお願いいたします。
何年か経ってから、このボーダーを読み返した時

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

に、この時はこんな事があったのかと、懐かしく思っ

●

て頂ければ、幸いです。

●送付先

広報厚生部

〒514−0065

Y

津市河辺町3547番地2
三重県土地家屋調査士会
TEL 059−227−3616

事務局

FAX 059−225−2930

URL http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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直感的な操作性の
イメージワンマン観測！
• デジタル画像の融合による新しい観測と計測
• イメージワンマン観測

イメージ観測をもっと便利に！
新しいオンボードアプリケーション
MAGNETTM Field 搭載！
• 自動追尾とイメージングをコンパクトに凝縮
• 5Mピクセルのデジタルカメラ搭載

DS-200i

Imaging Robotic Total Station

デジタル無線搭載！
マルチGNSS受信機！

1人で手軽に簡単測量。
小型・軽量 オールインワン受信機

• GPS+GLONASS+QZSSハイブリッド測位！
• ボイスメッセージ機能搭載

• 過酷な現場にも強い堅牢なボディ
• ネットワーク型RTK観測に対応（オプション）

HiPer V
2周波GNSS受信機

QZSS
対応

HiPer SR
2周波GNSS受信機

QZSS
対応

測量機器のトータルサポート

品質：ISO 9001認証取得

有限会社

トプラス

MSYS 001

日本 土 地 家 屋 調 査 士 会 連 合 会 共 済 会 取 扱

損害保険ご紹介
数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです
職 業 賠 償 責 任 保 険

会員または補助者が業務遂行にあたり法
律上の賠償責任を負い、損害賠償金を支
払わなくてはならないときに役立ちます。

団 体 所 得 補 償 保 険

保険期間中に病気・ケガによって就業不
能となった場合、1か月につき補償額をお
支払いする制度です。
（最長1年間）

団体総合生活補償保険

保険期間中、国内外を問わず
１）日常の生活におけるさまざまな事故
によるケガを補償します。
２）病気による入院を日帰り入院より補
償します。

測 量 機 器 総 合 保 険

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

集 団 扱自動 車 保 険

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

損害保険代理店
〒101− 0061

有限会社

桐 栄 サ ービス

東京都千代田区三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館6階
TEL：03−5282−5166

FAX：03−5282−5167

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。
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